
<日程> 令和元年9月25日(水曜日) 天候 晴れ

<会場> グリーンアカデミーカントリークラブ 気温 24°

【ふくしまからはじめよう。】生涯スポーツである「ゴルフ」を愛するゴルファーのレベルアップのため、私達福島県プロゴルフ会では、 〒961-0016　福島県白河市板橋字戸立石31-1 湿度 49%

「ふくしま3ツアーズ」と称して県内ゴルファーに元気と勇気を!!そして新しいチャレンジを全国に… TEL0248-33-1777/FAX0248-32-2221 風向・風速 北西4m

-4 中根　初男 (大利根カントリークラブ) シニア +6 長谷川　崇 (フリー) シニア -1 堀越　ゆかり (ZEN) レジェンズ

+2 晝場　忠美 (白河市) -3 小嶋　光康 (小山ゴルフクラブ) シニア +6 タケ　小山 (フリー) シニア +24 浅沼　順子 (郡山市) +2 渡邉　はるか (レインボーカントリー倶楽部) レギュラー

+9 小林　正資 (棚倉町) -3 加藤　優 (川口グリーンゴルフ) シニア +7 天野　利之 (フリー) グランド +3 鈴木　恵子 (フリー) レギュラー

+9 沼田　浩伺 (会津若松市) -2 星　清 (サンヒルズカントリークラブ) シニア +7 高橋　完 (G.M.M) グランド +4 安谷屋　美花 (フリー) レジェンズ

+10 国分　一英 (本宮市) -2 相澤　敏弘 (サインズ) シニア +7 渡部　善一 (下館ゴルフ倶楽部) シニア +16 鈴木　章歌 (いわき市) +7 遠藤　璃乃 (フリー) レギュラー

+11 辻田　昌彦 (郡山市) -2 佐藤　剛平 (芳賀CC) グランド +7 田中　耕介 (エンゼルフォレスト那須白河) シニア +18 福島　千栄 (棚倉町) +8 永野　千秋 (サトーホールディングス) レジェンズ

+13 佐藤　栄一 (福島市) ±0 栗田　祐二 (日立ゴルフクラブ) シニア +7 橋野　寿造 (フリー) グランド +8 熊谷　定江 (フリー) レジェンズ

+16 渡辺　勝一 (茨城県) ±0 鷲尾　茂彦 (皆川城カントリークラブ) シニア +8 小池　丈晴 (OGGC) シニア +8 石井　順子 (フリー) レジェンズ

+17 芳賀　常男 (平田村) ±0 山本　治人 (つくばねカントリークラブ) シニア +8 長峰　全 (宍戸ヒルズカントリークラブ) シニア +3 大塚　映夢 (白河市) +9 和田　委世子 (スターツ) レギュラー

+21 水野谷　吉一 (中島村) +1 曲山　正廣 (荒川GC) グランド +8 大野　雅幸 (レインボーヒルズカントリークラブ) ゴールド +5 大田　麗華 (いわき市)

+1 今野　忠廣 (フリー) シニア +10 大野　知良 (フリー) シニア +5 小針　遥花 (白河市) <レジェンズの部> 第1位  堀越　ゆかり

+2 橋本　日都 (ヴィクトリアゴルフ) グランド +8 佐野　夏奈 (南会津町) <レギュラーの部> 第1位  渡邉　はるか

+9 十文字　幸夫 (天栄村) +2 渡辺　敬博 (那須伊王野カントリークラブ) シニア <ゴールドの部>  第1位  棚沢　博 +11 大竹　麻琴 (棚倉町)

+14 野崎　倉平 (玉川村) +2 島村　豆至夫 (㈱トライアングルゴルフ) グランド <グランドの部>  第1位  佐藤　剛平

+17 内ヶ嶋　清幸 (郡山市) +2 田口　康祐 (浅見ゴルフ倶楽部)シニア <シニアの部>　  第1位  中根　初男

+3 吉成　文伸 (平和台スポーツセンター) シニア

+3 清水　信行 (ゴールド栃木プレジデントカントリークラブ) シニア

+7 本多　和一 (二本松市) +4 大谷　朗 (JXトレーディング㈱) グランド <特別協賛> グリーンアカデミーカントリークラブ

+13 荒木　隆光 (福島市) +4 長谷川　雄一 (フリー) シニア <ご協賛各社>

+13 國井　義之 (郡山市) +4 高橋　正博 (リバーサイドゴルフ練習場) シニア 株式会社エンゼル那須白河・角栄運搬有限会社・株式会社大田工業・株式会社綜合企画

+15 満山　泰次 (白河市) +4 阿部　武彦 (ヴィクトリアゴルフ) シニア 株式会社ミツヤマグリーンプロジェクト・エコボンド環境工学リサーチ株式会社

+16 大竹　春樹 (棚倉町) +4 加藤　雄二 (筑波カントリークラブ) シニア サンケン食品株式会社・株式会社シンセイ・株式会社ムナカタ総業・株式会社福産建設・株式会社三崎組

+16 上妻　嘉祥 (いわき市) +4 棚沢　博 (フリー) ゴールド 双葉ロボット株式会社・株式会社スカイブルー・株式会社牟田建設・白河ハイテクサービス株式会社

+17 豊澤　秀樹 (東京都) +4 下向　英一 (フリー) シニア 株式会社トライアンフ・株式会社鈴民建設・佐藤工業・有限会社フロックス・福島上垣自動車・株式会社ビックス

+18 太田　英樹 (いわき市) +4 加藤　孝春 (フリー) グランド 青木重機運輸株式会社・荒川ゴルフクラブ・有限会社すし処玉鮨・島ゴルフガーデン・鈴木電気管理事務所

+21 佐藤　勝栄 (白河市) +5 青木　繁之 (フリー) シニア 有限会社伊藤食品・株式会社福島クリエーティブ・有限会社いわき自動車板金塗装 (敬称略。順不動)

+5 渡辺　則夫 (東那須ゴルフ練習場) シニア

福島県シニアオープンゴルフ・福島県女子オープンゴルフ　最終成績表

福島県シニアオープンゴルフの部 福島県女子オープンゴルフの部

<主　催>福島県シニアオープンゴルフ・福島県女子オープンゴルフ実行委員会  <後　援>福島県・白河市・福島県ゴルフ連盟・福島民報社・福島民友新聞社  <特別協力>公益社団法人日本プロゴルフ協会 

グランドの部(60歳以上)

シニアの部(50歳以上)

プロの部アマチュアの部 アマチュアの部

ゴールドの部(68歳以上) レジェンドの部(45歳以上)

ミッドの部

レギュラーの部(44歳以下)

プロの部

<棄権>　菊地　秀明  3番ホール　体調不良のため


